私たちの教会は…

のパン 」とは、聖書から取った 表現で
す。

正統的・聖書的なキリスト教会です。
各集会に必要なものを教会に準備して
おりますので、ご自由に安心してお越し
下さい。何でも気軽にお問い合わせ下さ
い。

「イエスは言われた。「わたしがいのちのパンで
す。わたしに来る者は決して飢えることがな
く、わたしを信じる者はどんなときにも、決し
て渇くことがありません。」

「命のパン」って何

聖書を書いたイスラエル人の社会に
は、一番よく食べた食物はパンでした。
それで、「パン」というのは、「いのちを与
える物」という意味合いもあります。人間
は、罪を犯すので、神から離れていて、
霊的に死んでいます。しかし、人がイエ
スを受け入れるなら、イエスはその人に
永遠のいのちを与えて下さる。つまり、
彼の罪を赦し、彼を神様と和解させて、
それから後、永遠に神の子どもにして下
さいます。

この文書のタイトルと教会の名前に
は、「いのちのパン」という表現がありま
す。なぜ、ですか。宗派の名前ですか。
何という意味ですか。どこから来ました
か。
宗派の名前ではありません。宗派の
名前は、「バプテスト」と言います。聖書
を唯一の権威とする伝道的な教会で、
国家と 教会の分離を強調する 教派で
す。新興宗教ではありません。「いのち

季刊誌の発行者：命のパン・バプテスト教会 651-1342 兵庫県神戸市北区八多町柳谷８７７

「わたしがいのちのパンです。

ヨハネの福音書６章３５節

わたしに来る者は決して飢えることがなく、
わたしを信じる者はどんなときにも、
決して渇くことがありません。」
イエス・キリスト

世界の平和を造るために…
でも、なぜ平和がこの世には
ありませんか。
何が原因で、あなたがたの間に戦い
や争いがあるのでしょう。あなたがたの
からだの中で戦う欲望が原因ではあ
りませんか。
ヤコブの手紙４章１節

命のパン・バプテスト教会
〒651-1342 兵庫県神戸市北区八多町柳谷８７７
TEL/FAX：078-982-1884 携帯：090-4493-4004
牧師：ワード・ヘンリー（Henry Ward） bokushi@inpbc.org
教会のウェブサイトを参照してください： www.inpbc.org

著者： 牧師ヘンリー・ワード
「いと高き所に、栄光が、神にあるよ
うに。地の上に、平和が、御心にか
なう人々にあるように。」

集会のご案内
日曜日集会
日曜学校 （子供、大人）
朝 礼 拝 （賛美、説教）
夜 礼 拝 （賛美、説教）
水曜日集会
聖書学びと祈り

10:00
11:00
17:00
19:30

送迎ができます
岡場駅からできます
六甲電鉄駅からできます
他の場所もできます
お電話下さいませ

ルカの福音書２章１４節

イエスは2000年ぐらい前にベ
ツレヘムという町に生まれました。
神は御使いたちをその町の郊外
にある羊飼いたちの所に送りまし
た。その夜、御使いたちは羊飼い
たちに上記のように歌いました。
つまり、イエスの世に来ることに
よって、人間に平和がもたらされ
るということです。

それで、世に平和がないのは
人間の狂っている欲望のせいで
です。聖書はこの問題を「罪」と言
います。すべての人は生まれた
時からわがままな傾向がありま
す。
私たちはみな、羊のようにさまよい、
おのおの、自分かってな道に向かって
行った。
イザヤ書５３章６節

どのようにしてこの問題を解決
したら良いでしょうか。

神と平和を作りましょう
罪のある人間は神との平和が
ありません。我々が「自分勝手な
道」を行くのは神の支配を断るわ
けです。

２
０
１
１
年
冬
号

貞操のない人たち。世を愛することは神に敵
することであることがわからないのですか。世
の友となりたいと思ったら、その人は自分を
神の敵としているのです。
ヤコブの手紙４章４節

人は神との平和がないのに、世界の
平和を求めるのは本末転換です。しか
し、神さまは罪人がご自分と和解する方
法を備えて下さいました。イエス・キリス
トは十字架で我々人間の身代わりとし
て死ぬことによって我々の刑罰を受けて
下さいました。そして、三日目によみが
えりました。それによって和解の道を開
いて下さいました。
しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリス
トが私たちのために死んでくださったことによ
り、神は私たちに対するご自身の愛を明らか
にしておられます。ですから、今すでにキリス
トの血によって義と認められた私たちが、彼
によって神の怒りから救われるのは、なおさら
のことです。もし敵であった私たちが、御子の
死によって神と和解させられたのなら、和解
させられた私たちが、彼のいのちによって救い
にあずかるのは、なおさらのことです。
ローマ人への手紙５章８～１０節

この和解にあずかるために私たちは
自分の罪を認めて悔い改め、イエスさま
を救い主として受け入れ、罪を赦してく
ださるように神さまに祈って願わなけれ
ばなりません。
ですから、信仰によって義と認められた私た
ちは、私たちの主イエス・キリストによって、神
との平和を持っています。
ローマ人への手紙５章１節

自分の心に平和を作りましょう
神と和解してから、我々は始めて世
界の平和を求めることができるようにな
ります。まず、自分自身の心には平和
があるようにすべきです。
沢山の人の不安の一つは、死後の

ことです。死後にどうなるかわからない
からです。でも、イエス・キリストを信じる
ことによって目的地が天国になり、永遠
のいのちを持つ確信が与えられます。
死ぬと、すぐ神とのもとに行きます。
それは、信じる者がみな、人の子（イエスさ
ま）にあって永遠のいのちを持つためです。
ヨハネ３章１５節
私たちはいつも心強いのです。そして、むしろ
肉体を離れて、主のみもとにいるほうがよいと
思っています。
２コリント５章８節

もう一つの心の不安は罪悪感です。
これによって沢山の人は悩むばかりで
なく、多くの人は精神病になって、ある
人は自殺さえするかも知れない。しか
し、イエス様に赦していただくと、罪悪感
がなくなり、生活を元気にすることがで
きます。
もし、私たちが自分の罪を言い表わすなら、
神は真実で正しい方ですから、その罪を赦
し、すべての悪から私たちをきよめてください
ます。
ヨハネの手紙第一１章９節

もう一つの不安は劣等感です。自分
の顔、姿、身なり、能力、身分などで満
足していないことが辛いです。しかし、
信仰によって神様の子どもになると、神
様の独特の作品として生きがいをもって
暮らすことが出来ます。
私は感謝します。あなたは私に、奇しい(不
思議な)ことをなさって恐ろしいほどです。私
のたましいは、それをよく知っています。
詩篇１３９篇１４節

もう一つの不安は未来のことを心配
することです。明日の必要が満たされる
かどうか心が騒ぐかも知れません。しか
し、キリストを信じる人にこの約束が与
えられています：
何も思い煩わないで、あらゆるばあいに、感
謝をもってささげる祈りと願いによって、あなた
がたの願い事を神に知っていただきなさい。
そうすれば、人のすべての考えにまさる神の

平安が、あなたがたの心と思いをキリスト・イ
エスにあって守ってくれます。
ピリピ人への手紙４章６～７節

自分の家族と平和を作りましょう
家庭 生活 はどう です か。 あ る人は
「世界に平和があるように」と言っていな
がら、自分の家族の中は第三次世界大
戦みたいです。夫たちよ。我々は自分
の妻を愛してますか。大事な者として
扱っていますか。あるいは、ゴミとしてで
すか。不倫をしていますか。妻の毎日の
家事のために感謝しますか。
夫たちよ。キリストが教会を愛し、教会のた
めにご自身をささげられたように、あなたがた
も、自分の妻を愛しなさい。
エペソ人への手紙５章２５節

妻たちよ。ご自分の夫を愛して尊敬
しますか。夫を応援します か。あるい
は、さげすんでいつも小言を言います
か。
(年取った婦人たちは)若い婦人たちに向かっ
て、夫を愛し、子どもを愛し、慎み深く、貞
潔で、家事に励み、優しく、自分の夫に従
順であるようにと、さとすことができるのです。
テトス２章５～６節

子どもたちよ。自分の両親を敬えて
いますか。言いつけに喜んで従います
か。あるいは、ぶつぶつ言うことばかり
ですか。両親の犠牲をありがたく思いま
すか。
あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与
えようとしておられる地で、あなたの齢が長く
なるためである。 出エジプト記２０章１２節

愛、忠義、寛容、赦しと寛容は平和
のある家庭の成分ですね。神から罪の
赦しを受けると愛と平和を中心とする
ホームを作ることが出来ます。

隣人と平和を作りましょう
私たちは近所の方々、仕事の仲間

たち、学校の仲間たちなどと平和がある
ことを求めることによって世界の平和が
生じるでしょう。自分を愛するように隣人
を愛しますか。あるいは、仕事場は恨み
や悪意で一杯ですか。近所の知り合い
に会ったら、ホットなうわさが話題になっ
てしまいますか。学校の少しおかしい子
どもをばかにして除外しますか。
自分にしてもらいたいと望むとおり、人にもそ
のようにしなさい。自分を愛する者を愛した
からといって、あなたがたに何の良いところが
あるでしょう。罪人たちでさえ、自分を愛する
者を愛しています。
ルカの福音書６章３１～３２節

私の知り合いの中には二人の中学
生がいました。ずっと親友であったこの
二人はけんかしました。一人は仲直りを
しようとしたが相手は仲直りを断りまし
た。前に親友であった人を根に持って赦
さないと思いました。皆様。平和がある
ために仲直りは必要です。中心です。平
和があるために私たちは積極的に平和
を他人と作るべきですね。
お互いに親切にし、心の優しい人となり、神
がキリストにおいてあなたがたを赦してくださっ
たように、互いに赦し合いなさい。
エペソ人への手紙４章３２節

しかし、神様にまだ罪が赦されてい
ない人は、他人のことを赦すことは難し
いです。我々はまず神さまと和解すれ
ば、他人と和解することが出来るように
なるでしょう。
だれでもキリストのうちにあるなら、その人は
新しく造られた者です。古いものは過ぎ去っ
て、見よ、すべてが新しくなりました。 これら
のことはすべて、神から出ているのです。神
は、キリストによって、私たちをご自分と和解
させ、また和解の務めを私たちに与えてくださ
いました。
コリント人への手紙第一５章１７～１８節

貞操のない人たち。世を愛することは神に敵
することであることがわからないのですか。世
の友となりたいと思ったら、その人は自分を
神の敵としているのです。
ヤコブの手紙４章４節

人は神との平和がないのに、世界の
平和を求めるのは本末転換です。しか
し、神さまは罪人がご自分と和解する方
法を備えて下さいました。イエス・キリス
トは十字架で我々人間の身代わりとし
て死ぬことによって我々の刑罰を受けて
下さいました。そして、三日目によみが
えりました。それによって和解の道を開
いて下さいました。
しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリス
トが私たちのために死んでくださったことによ
り、神は私たちに対するご自身の愛を明らか
にしておられます。ですから、今すでにキリス
トの血によって義と認められた私たちが、彼
によって神の怒りから救われるのは、なおさら
のことです。もし敵であった私たちが、御子の
死によって神と和解させられたのなら、和解
させられた私たちが、彼のいのちによって救い
にあずかるのは、なおさらのことです。
ローマ人への手紙５章８～１０節

この和解にあずかるために私たちは
自分の罪を認めて悔い改め、イエスさま
を救い主として受け入れ、罪を赦してく
ださるように神さまに祈って願わなけれ
ばなりません。
ですから、信仰によって義と認められた私た
ちは、私たちの主イエス・キリストによって、神
との平和を持っています。
ローマ人への手紙５章１節

自分の心に平和を作りましょう
神と和解してから、我々は始めて世
界の平和を求めることができるようにな
ります。まず、自分自身の心には平和
があるようにすべきです。
沢山の人の不安の一つは、死後の

ことです。死後にどうなるかわからない
からです。でも、イエス・キリストを信じる
ことによって目的地が天国になり、永遠
のいのちを持つ確信が与えられます。
死ぬと、すぐ神とのもとに行きます。
それは、信じる者がみな、人の子（イエスさ
ま）にあって永遠のいのちを持つためです。
ヨハネ３章１５節
私たちはいつも心強いのです。そして、むしろ
肉体を離れて、主のみもとにいるほうがよいと
思っています。
２コリント５章８節

もう一つの心の不安は罪悪感です。
これによって沢山の人は悩むばかりで
なく、多くの人は精神病になって、ある
人は自殺さえするかも知れない。しか
し、イエス様に赦していただくと、罪悪感
がなくなり、生活を元気にすることがで
きます。
もし、私たちが自分の罪を言い表わすなら、
神は真実で正しい方ですから、その罪を赦
し、すべての悪から私たちをきよめてください
ます。
ヨハネの手紙第一１章９節

もう一つの不安は劣等感です。自分
の顔、姿、身なり、能力、身分などで満
足していないことが辛いです。しかし、
信仰によって神様の子どもになると、神
様の独特の作品として生きがいをもって
暮らすことが出来ます。
私は感謝します。あなたは私に、奇しい(不
思議な)ことをなさって恐ろしいほどです。私
のたましいは、それをよく知っています。
詩篇１３９篇１４節

もう一つの不安は未来のことを心配
することです。明日の必要が満たされる
かどうか心が騒ぐかも知れません。しか
し、キリストを信じる人にこの約束が与
えられています：
何も思い煩わないで、あらゆるばあいに、感
謝をもってささげる祈りと願いによって、あなた
がたの願い事を神に知っていただきなさい。
そうすれば、人のすべての考えにまさる神の

平安が、あなたがたの心と思いをキリスト・イ
エスにあって守ってくれます。
ピリピ人への手紙４章６～７節

自分の家族と平和を作りましょう
家庭 生活 はどう です か。 あ る人は
「世界に平和があるように」と言っていな
がら、自分の家族の中は第三次世界大
戦みたいです。夫たちよ。我々は自分
の妻を愛してますか。大事な者として
扱っていますか。あるいは、ゴミとしてで
すか。不倫をしていますか。妻の毎日の
家事のために感謝しますか。
夫たちよ。キリストが教会を愛し、教会のた
めにご自身をささげられたように、あなたがた
も、自分の妻を愛しなさい。
エペソ人への手紙５章２５節

妻たちよ。ご自分の夫を愛して尊敬
しますか。夫を応援します か。あるい
は、さげすんでいつも小言を言います
か。
(年取った婦人たちは)若い婦人たちに向かっ
て、夫を愛し、子どもを愛し、慎み深く、貞
潔で、家事に励み、優しく、自分の夫に従
順であるようにと、さとすことができるのです。
テトス２章５～６節

子どもたちよ。自分の両親を敬えて
いますか。言いつけに喜んで従います
か。あるいは、ぶつぶつ言うことばかり
ですか。両親の犠牲をありがたく思いま
すか。
あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与
えようとしておられる地で、あなたの齢が長く
なるためである。 出エジプト記２０章１２節

愛、忠義、寛容、赦しと寛容は平和
のある家庭の成分ですね。神から罪の
赦しを受けると愛と平和を中心とする
ホームを作ることが出来ます。

隣人と平和を作りましょう
私たちは近所の方々、仕事の仲間

たち、学校の仲間たちなどと平和がある
ことを求めることによって世界の平和が
生じるでしょう。自分を愛するように隣人
を愛しますか。あるいは、仕事場は恨み
や悪意で一杯ですか。近所の知り合い
に会ったら、ホットなうわさが話題になっ
てしまいますか。学校の少しおかしい子
どもをばかにして除外しますか。
自分にしてもらいたいと望むとおり、人にもそ
のようにしなさい。自分を愛する者を愛した
からといって、あなたがたに何の良いところが
あるでしょう。罪人たちでさえ、自分を愛する
者を愛しています。
ルカの福音書６章３１～３２節

私の知り合いの中には二人の中学
生がいました。ずっと親友であったこの
二人はけんかしました。一人は仲直りを
しようとしたが相手は仲直りを断りまし
た。前に親友であった人を根に持って赦
さないと思いました。皆様。平和がある
ために仲直りは必要です。中心です。平
和があるために私たちは積極的に平和
を他人と作るべきですね。
お互いに親切にし、心の優しい人となり、神
がキリストにおいてあなたがたを赦してくださっ
たように、互いに赦し合いなさい。
エペソ人への手紙４章３２節

しかし、神様にまだ罪が赦されてい
ない人は、他人のことを赦すことは難し
いです。我々はまず神さまと和解すれ
ば、他人と和解することが出来るように
なるでしょう。
だれでもキリストのうちにあるなら、その人は
新しく造られた者です。古いものは過ぎ去っ
て、見よ、すべてが新しくなりました。 これら
のことはすべて、神から出ているのです。神
は、キリストによって、私たちをご自分と和解
させ、また和解の務めを私たちに与えてくださ
いました。
コリント人への手紙第一５章１７～１８節

私たちの教会は…

のパン 」とは、聖書から取った 表現で
す。

正統的・聖書的なキリスト教会です。
各集会に必要なものを教会に準備して
おりますので、ご自由に安心してお越し
下さい。何でも気軽にお問い合わせ下さ
い。

「イエスは言われた。「わたしがいのちのパンで
す。わたしに来る者は決して飢えることがな
く、わたしを信じる者はどんなときにも、決し
て渇くことがありません。」

「命のパン」って何

聖書を書いたイスラエル人の社会に
は、一番よく食べた食物はパンでした。
それで、「パン」というのは、「いのちを与
える物」という意味合いもあります。人間
は、罪を犯すので、神から離れていて、
霊的に死んでいます。しかし、人がイエ
スを受け入れるなら、イエスはその人に
永遠のいのちを与えて下さる。つまり、
彼の罪を赦し、彼を神様と和解させて、
それから後、永遠に神の子どもにして下
さいます。

この文書のタイトルと教会の名前に
は、「いのちのパン」という表現がありま
す。なぜ、ですか。宗派の名前ですか。
何という意味ですか。どこから来ました
か。
宗派の名前ではありません。宗派の
名前は、「バプテスト」と言います。聖書
を唯一の権威とする伝道的な教会で、
国家と 教会の分離を強調する 教派で
す。新興宗教ではありません。「いのち

季刊誌の発行者：命のパン・バプテスト教会 651-1342 兵庫県神戸市北区八多町柳谷８７７

「わたしがいのちのパンです。

ヨハネの福音書６章３５節

わたしに来る者は決して飢えることがなく、
わたしを信じる者はどんなときにも、
決して渇くことがありません。」
イエス・キリスト

世界の平和を造るために…
でも、なぜ平和がこの世には
ありませんか。
何が原因で、あなたがたの間に戦い
や争いがあるのでしょう。あなたがたの
からだの中で戦う欲望が原因ではあ
りませんか。
ヤコブの手紙４章１節

命のパン・バプテスト教会
〒651-1342 兵庫県神戸市北区八多町柳谷８７７
TEL/FAX：078-982-1884 携帯：090-4493-4004
牧師：ワード・ヘンリー（Henry Ward） bokushi@inpbc.org
教会のウェブサイトを参照してください： www.inpbc.org

著者： 牧師ヘンリー・ワード
「いと高き所に、栄光が、神にあるよ
うに。地の上に、平和が、御心にか
なう人々にあるように。」

集会のご案内
日曜日集会
日曜学校 （子供、大人）
朝 礼 拝 （賛美、説教）
夜 礼 拝 （賛美、説教）
水曜日集会
聖書学びと祈り

10:00
11:00
17:00
19:30

送迎ができます
岡場駅からできます
六甲電鉄駅からできます
他の場所もできます
お電話下さいませ

ルカの福音書２章１４節

イエスは2000年ぐらい前にベ
ツレヘムという町に生まれました。
神は御使いたちをその町の郊外
にある羊飼いたちの所に送りまし
た。その夜、御使いたちは羊飼い
たちに上記のように歌いました。
つまり、イエスの世に来ることに
よって、人間に平和がもたらされ
るということです。

それで、世に平和がないのは
人間の狂っている欲望のせいで
です。聖書はこの問題を「罪」と言
います。すべての人は生まれた
時からわがままな傾向がありま
す。
私たちはみな、羊のようにさまよい、
おのおの、自分かってな道に向かって
行った。
イザヤ書５３章６節

どのようにしてこの問題を解決
したら良いでしょうか。

神と平和を作りましょう
罪のある人間は神との平和が
ありません。我々が「自分勝手な
道」を行くのは神の支配を断るわ
けです。
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